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第３章 受援計画 

第１節 総則 

第１ 計画の目的 

大規模災害時、被災市町村においては職員や庁舎の被災により行政機能が低下する中で膨大

な災害対応業務を行う必要があり、国や他の自治体、民間団体等からの人的応援を円滑に受け

入れ、最大限活用することが求められる。 

一方、避難所等においては、避難者が必要とする食糧や生活必需品等の救援物資の膨大なニー

ズが発生することが予測され、被災自治体が主体となって避難者の元へ救援物資の供給を行わ

なければならない。 

大規模災害が発生し、本市が被災した場合に、外部からの人的及び物的応援を円滑に受け入

れ、職員と応援人員が連携し、効果的な災害応急対策や迅速な避難者支援、さらには災害復旧・

復興に取り組むことを可能とするため、「紀の川市受援計画」を定める。 

第２ 計画の構成・位置づけ 

本計画は、「人的応援の受入れ」及び「物的応援の受入れ」の２つの柱で構成する。 

「人的応援の受入れ」については、地域防災計画や業務継続計画に定める業務を災害発生時

に円滑に実施するため、外部からの応援を最大限活用できるよう事前に作成し、地域防災計画

と業務継続計画を下支えするものである。 

また、「物的応援の受入れ」については、国や他の自治体、物資供給に関する協定を締結して

いる民間事業者等から提供される救援物資を円滑に住民へ届けるため、物資の調達から受入れ、

住民への提供に至るまでの業務内容等を整理するものである。 
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第２節 人的応援の受入計画 

第１ 人的受援のための組織形態 

災害対策本部事務局に、受援に関する庁内外の調整や調整会議の開催等を行う「人的受援調

整班」を設置する。 

また、災害対策本部の各部に、部内の人的受援を調整する「各課受援窓口担当」を配置する。 

第２ 人的受援調整班・各課受援窓口担当の役割 

人的受援調整班と各課受援窓口担当の役割は次のとおりとする。 

 

人的受援調整班と各課受援窓口担当の役割 

班名 役割 主となる担当課 

人的受援調整班 

１ 全体の状況把握・取りまとめ 

２ 庁外機関との調整・応援要請（県、協定締結団体等） 

３ 庁内調整（ニーズ把握等） 

４ 人的受援に係る調整会議 

危機管理消防課 

受援窓口担当 

１ 各課の人的受援に関する状況把握・取りまとめ 

２ 各課の人的受援に関する管理 

３ 課内調整 

４ 受援班との調整 

５ 応援人員のアテンド 

６ 受援に係る調整会議への参加 

各課 

 

第３ 関係機関の災害発生時の連絡先 

大規模災害発生時に、人的応援（物的応援を含む。）の調整や要請等で他の自治体や防災関係

機関、協定企業等と円滑に連絡が行うための関係機関の連絡先は、資料15－１のとおりである。 

 

第４ 災害発生時における協定の運用担当 

大規模災害発生時に、人的応援（物的応援を含む。）の調整や要請等で協定締結団体又は協定

企業等と円滑に連絡が行えるよう、「和歌山県市町村受援計画作成モデル」様式２を用いた「災

害発生時応援協定の運用担当窓口一覧」を作成し、随時更新する。 
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第３節 人的応援の受入手順 

第１ 優先的に人的応援を受け入れて実施すべき業務 

大規模災害発生時に人的応援を受け入れながら行う業務の中から、業務の優先度や過去に被

災経験のある自治体の経験等を踏まえて、「優先的に人的応援を受け入れて実施すべき業務」を

次のとおり整理する。 
 

優先的に人的応援を受け入れて実施すべき業務一覧 

区分 業務名 主な担当課 主な業務内容 

最
優
先
で
受
援
計
画

へ
定
め
る
べ
き
業
務 

避難所運営 危機管理消防課等 避難所運営マニュアルに基づく避難所運営全般 

物資輸送拠点運営 地域創生課 救援物資の輸送拠点等で救援物資の受入れ・保管・仕分け・

払出し 

救援物資の輸送 国保年金課 救援物資の輸送拠点等から各避難所までの輸送 

被災建築物応急危険度判

定・被災宅地危険度判定 

都市計画課 二次災害防止のため、被災した建築物や宅地の危険度を判

定 

住家被害認定調査 税務課等 被災した住家を巡回し、被害の程度を判定 

罹災証明交付 総務課等 罹災証明書の交付 

道路の不通区間の解消 道路河川課 市道の不通区間の解消作業 

災害廃棄物処理 生活環境課 災害廃棄物仮置き場の設置事務や運営及び収集運搬や処分 

優
先
的
に
受
援
計
画

へ
定
め
る
べ
き
業
務 

給水支援 水道総務課・ 

水道工務課 

水道復旧作業 

上水道復旧 水道工務課 水道復旧作業 

下水道復旧 下水道課 下水道復旧作業 

健康・保健活動 健康推進課 避難所等での医療救護活動、保健予防活動、生活環境衛生

対策の実施（要配慮者への支援を含む。） 

要配慮者への支援 高齢介護課等 在宅の要配慮者に対し、個別訪問などにより支援要否等の

状況確認や必要な措置の実施 

し尿処理 生活環境課 し尿等の収集運搬及び処分 

ため池緊急点検 農林整備課 国要領に基づく緊急点検作業 

支援窓口 市民課等 義援金、被災者生活再建支援金、見舞金、弔慰金、災害援

護資金等の窓口対応や関連事務 

ボランティアの受入れ

及び災害ボランティア

センター応援 

社会福祉課 専門ボランティアの受入体制整備、直接の問い合わせや活

動申し出等の調整及び一般ボランティアに係る市町村社会

福祉協議会との連絡調整や災害ボランティアセンター運営

業務 

遺体安置所運営及び広

域火葬 

生活環境課 遺体安置所の設置及び運営並びに広域火葬に係る調整及び

作業 

ライフライン情報収集 企画経営課 電気やガスなどライフラインに係る被害や復旧情報の収集 

応急仮設住宅建設 都市計画課 対象者、設置箇所の選定 
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第２ 人的受援調整班の業務 

１ 受援ニーズの把握、取りまとめ 

人的受援調整班は、各課受援窓口担当からの庁内における人的受援ニーズを把握し、取りま

とめる。 

なお、災害発生当初の受援ニーズの把握は、まずは「優先的に人的応援を受け入れて実施す

べき業務」に対して行うが、災害発生後の時間経過や状況に応じて「優先的に人的応援を受け

入れて実施すべき業務」以外についてもニーズ把握を実施する。 

２ 要請先との調整 

人的受援調整班は、取りまとめた受援ニーズについて、要請先毎に派遣の可否や派遣可能な

時期などの必要な事項を調整する。 

３ 調整結果の伝達 

人的受援調整班は、要請先との調整結果を取りまとめ、各課受援窓口担当へ伝達する。 

４ 正式要請 

人的受援調整班は、応援要請書を作成し、要請先へ応援を正式要請する。 

なお、応援要請書を送付する暇がない場合は、取り急ぎ口頭、メール等にて要請（県への要

請は、原則として防災情報システムにて行う。）し、事後、公文書を発出する。 

５ 受援状況の管理 

人的受援調整班は、各課受援窓口担当から応援受入の報告を受け、庁内全体の受入れ状況を

把握する。 

６ 追加ニーズの把握及び事前調整 

人的受援調整班は、各課受援窓口担当と協議し、今後必要となる受援業務についてニーズを

把握するとともに、要請先と必要人数や応援可能人数などの事前調整を行う。 

７ 調整会議の開催 

人的受援調整班は、ニーズの需給に対して全庁的な調整が必要となる場合や、受援に関する

全庁的な方向性の意志決定が必要な場合などに際し、必要に応じて、各課受援窓口担当を招集

し、調整会議を企画、運営する。 

８ 各課から外部への直接の応援要請・受入状況の集約 

各課受援窓口担当から協定締結団体等へ直接、応援要請を行う場合は、要請から受入れまで

の一連の調整等を各課受援窓口担当が行う。 
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第３ 各課受援窓口担当の業務 

１ 受援管理シートの作成依頼及び報告 

各課受援窓口担当は、人的受援調整班からの指示に基づき、課内の受援業務に必要な応援数

などの情報を受援管理シート（様式13－１）で人的受援調整班に伝達する。 

なお、災害発生当初の受援ニーズの把握は、まず「優先的に人的応援を受け入れて実施すべ

き業務」に対して行うが、災害発生後の時間経過や状況に応じて「優先的に人的応援を受け入

れて実施すべき業務」以外についてもニーズ把握を行う。 

２ 調整結果の伝達 

各課受援窓口担当は、人的受援調整班が要請先と調整した結果を課内へ報告し、内容の修正

等があれば、取りまとめ、人的受援調整班と最終調整する。 

３ 応援人員の受入れ・振分け 

各課受援窓口担当は、応援人員の到着時にそれを待ち受ける。 

なお、人員余剰が出た場合など、受援に関する内容については、各課受援窓口担当が人的受

援調整班と調整を行う。 

４ 受入れ完了報告 

各課受援窓口担当は、応援人員が到着した段階で、人的受援調整班に応援受入報告を行う。 

なお、応援予定と実際の応援内容に相違がある場合、人的受援調整班と適宜調整する。 

５ 追加ニーズの把握及び情報共有 

人的受援調整班により今後必要となる受援業務のニーズ把握が行われるため、各課受援窓口

担当は課内の受援ニーズを把握し、人的受援調整班と情報共有する。 

６ 調整会議への参加 

各課受援窓口担当は、人的受援調整班が必要に応じて開催する調整会議に参加する。 

７ 直接の応援要請・受入状況の報告 

各課受援窓口担当から協定締結団体等へ直接要請を行う場合は、要請から受入れまでの一連

の調整等を各課受援窓口担当が行い、応援要請・受入状況を人的応援要請・受入報告書（様式

13－１）で人的受援調整班へ報告する。 
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第４節 物的応援の受入計画 

第１ 物的応援の基本的な考え方 

１ 物的応援の考え方及び枠組み 

災害発生後３日目までは、１日分を住民自身が、１日分を市町村が、１日分を県が備蓄する

という和歌山県の「地震災害対策のための備蓄基本方針」に基づき、それぞれが備蓄している

物資を被災者へ供給することで対応する。 

一方、それぞれが保有している備蓄物資が枯渇した後においては、必要な物資を調達し、被

災者へ供給する。 

主な供給の枠組みは、 

(1) 協定企業等からの提供による供給 

(2) 相互応援協定による他の自治体等からの提供による供給 

(3) 県への要請による供給 

のとおり分類する。 

なお、原則として市が(1)、(2)の枠組みで供給を試み、それでは対応できない場合は(3)の枠

組みで県へ要請するものとする。 

また、政府の緊急災害対策本部により、必要不可欠と見込まれる物資を被災自治体からの要

請を待たずに緊急輸送するプッシュ型支援が、県を通じて調整された上で行われる可能性もあ

る。 

２ 物資供給の流れ 

物資供給の流れは、 

(1) 市が所有する備蓄物資の供給 

(2) 市から他機関への要請に基づく供給 

に区分される。 

本計画では、「(2) 市から他機関への要請に基づく供給」について主に整理する。 
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第２ 物的応援受入れに関する組織体制 

災害対策本部市民部国保年金課を中心に、他課応援職員を含め「救援物資班」、「備蓄管理班」、

「拠点管理班」、「輸送班」を編成する。 

 

物的応援受入れ担当の役割 

班名 役割 主となる担当課 

救援物資班 

１ 避難所ニーズの調査、取りまとめ 

２ 備蓄管理班への備蓄物資払出し指示 

３ 物資の調達、需給調整 

４ 拠点管理班との連絡調整 

５ その他物的応援受入れに関する総合調整 

国保年金課 

備蓄管理班 

１ 備蓄物資の払出し（仕分け、輸送車両への積み込み

等） 

２ 救援物資班との連絡調整 

危機管理消防課 

拠点管理班 

１ 二次物資集積拠点での救援物資の受入れ、保管、仕

分け、払出しなどの一連作業 

２ 救援物資班との連絡調整 

地域創生課 

輸送班 

１ 輸送車両としての公用車の調整・手配 

２ 公益社団法人和歌山県トラック協会との連絡・調整 

３ 備蓄物資保管場所から避難所までの備蓄物資輸送 

４ 二次物資拠点から避難所までの救援物資輸送 

５ 救援物資班との連絡調整      

公共施設マネジメント

課 

国保年金課 

 

第３ 物的応援受入れに関する施設や資機材等 

１ 備蓄物資の数量と保管場所 

本市における備蓄物資の数量と保管場所は、資料８－３のとおりである。 

２ 二次物資集積拠点の場所 

本市における二次物資集積拠点は、紀の川市民体育館、那賀体育館、桃山勤労者体育センター

とする。 

３ 輸送車両 

公共施設マネジメント課があらかじめ、救援物資輸送に使用可能な車両一覧を作成し、随時

更新する。 
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第５節 物的応援の受入手順 

第１ 物資供給の手順 

救援物資班は、避難所等からニーズを収集・整理し、それぞれの備蓄倉庫の在庫量を把握し、

備蓄管理班に払出しを依頼する。 

輸送班は、備蓄管理班が払出し用に仕分けた備蓄物資を避難所等に輸送する。 

次に、救援物資班が協定企業等へ物資供給を要請し、協定企業等が救援物資を二次物資集積

拠点に輸送する。 

拠点管理班は、二次物資集積拠点に集積された救援物資の仕分けを行ったのち、救援物資班

が輸送班等に輸送を要請し、輸送班等が避難所等に応援物資を輸送する。 

 

物資供給の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 物資輸送 

② 物資払出指

③ 物資輸送 

⑥-1 輸送

④-2 物資到着時間伝達 
 
⑥-2 払出時間指示 

⑤ 物資 

  輸送 

④-1 物資供給要請・ 
輸送調整 ① ニーズ調査・ 

供給要請 

避難所等 
（１）協定企業等 

（２）和歌山県 

要請等の流れ 

物資の動き 

２次物資 
集積拠点 

（拠点管理班） 

備蓄物資 
保管場所 

（備蓄管理班） 

紀の川市災害対策本部 

救援物資班 

③：輸送班・トラック協会等送 

紀の川市災害対策本部 

輸送班 ③ 物資輸送 

② 物資払出指示 

⑥-1 輸送要請 
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第２ 物資の取扱い 

１ 義援物資の取扱い 

個人から提供される義援物資は、受入れや仕分け等に膨大な労力や時間を要し、救援物資供

給効率の低下の一因となるため、原則として受け入れないものとする。 

なお、そのことは全庁的な統一事項とし、積極的に外部へ広報する。 

一方、民間事業者や団体から提供される義援物資は、ロット数や品目を確認の上、救援物資

供給効率を低下させることがないよう、必要性が高い場合に限定して受け入れる。 

２ 二次物資集積拠点での救援物資の取扱い 

二次物資集積拠点において円滑に物資を仕分けし、払出しを行うためには適切な物資の保管

が重要であるため、拠点管理班は受け入れた救援物資を種類、品目毎に固めて保管し、拠点内

は常に整理された状態に保つことに留意する。 

また、物資の配置図を作成し、拠点内に貼り出し、拠点内で作業する者全員が必要な物資の

保管場所を常に把握できる体制を整える。 

第３ 県への物資供給要請 

備蓄物資が枯渇し、協定企業等においても供給が不可能となった場合、県災害対策本部へ物

資供給を要請する。 

１ 要請先 

県災害対策本部総合統制室救援物資班   防災電話番号 ０３０－３００－４３７ 

２ 要請方法 

物資調達・輸送調整等支援システムにより要請する。 

 


